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１．あの人はたぶん人格障害 

 

ご相談の中で少なくないのが、このテーマです。 

 

『職場でいじめに遭っています。パワハラを受けています。 

たぶんあの人は人格障害なんだと思います。ネットにそう書いてありました』 

 

相談者はとても辛い目にあっているのですね。 

それを頑張って耐えています。 

 

辛いお気持ちなどを傾聴するのがカウンセリングの基本です。 

けして『あの人が人格障害であると思っている』気持ちを否定しません。 

相談者はそう思い込む必要がある精神状態なのです。 

 

心が不安定な時は、誰かに話すことで気持ちがスッキリしたり安定したりします。 

けれど『そんなワケないでしょ』と否定されてしまっては、辛さが増えるばかりです。 

 

とはいえ根本的な原因が無くならない限り解決はしません。 

 

『どちらかが会社を辞めるしかないかも…でも、私は今は辞められない』 

『あの人がわかってくれる日がくるかも…そんなわけない』 

 

思考は堂々巡りです。 

 

そこで諦めの境地として『たぶんあの人は人格障害。だから我慢しよう』となるのです。 

 

『あの人を見ているとネットに書いてあるそのままです』 

多くの方がそう主張されます。 

 

では人格障害とはなんでしょう。 

誰が人格障害で、誰が正常なのでしょうか。 

誰がその判断を下すのでしょうか。 

 

答えは医師です。 

医師にしか診断はできません。 

 



 

 

『あの人』が人格障害であっても『あの人』本人が受診して診断を受けない限り、人格障

害かどうかはわかりません。 

例え診断を受けても『あの人』はすぐには変わりません。 

 

そしてネットの情報は正しいとは限りません。 

素人にもわかりやすく面白おかしく書いてあることもあるでしょう。 

 

『あの人は人格障害』と思い込んでも、相談者の悩みは終わらないのです。 

 

もちろん好きで自分を苛める人と付き合いたい人はいません。 

けれど『あの人』が会社の上司、同僚なら避けたくても避けられません。 

 

『あの人は人格障害』と思っているだけでは相手は変わりません。 

逃れる方法は、自分を変えるしかないのです。 

 

では自分を変えるためにはどうしたら良いでしょうか？ 

 

まず自分の【判断】が正しいかどうか振り返ってみてください。 

『たぶんあの人は人格障害。だから我慢しよう』という判断は正しいでしょうか？ 

 

なぜあなたが辛い思いをして我慢をする必要があるのでしょうか？ 

 

もし【判断】が間違っていた（または違っていた）と気が付いたなら、『あの人は人格障碍

者』という【認知】を変えることができるでしょうか？ 

【認知】を変えることができない場合、あなたの【行動】を変えてみましょう。 

 

上司からのパワハラの場合、転職先を探すことや、思い切って社内の誰かに相談する行動

を取れるかもしれません。パートナーの場合、しばらく会わないようにしたり、お別れする

ことも選択肢のひとつでしょう。 

 

この【行動】を変えることで【判断】が変わっていくのです。 

 

  



 

 

２．くれない症候群 

 

離婚のご相談も多く受けています。 

 

奥様からのご相談が圧倒的に多いのですが『旦那はわかってくれない』がキーワードです。 

『わかってくれない』『話を聞いてくれない』というのは、女性とって最もメンタルダメー

ジが大きいことの１つです。 

 

女性は言語を用いたコミュニケーションの中で感情も共有することができます。 

 

『わかるわぁ』 

女性なら口にしたことがあるセリフではないでしょうか。 

 

一方で、男性は着地点のない話を聞くのが苦手な人が多いようです。 

 

もちろん個人差が大きいので一概に言えません。私は女性ですが女性達の他愛のないおし

ゃべりが苦手です。 

 

先に結論を言ってもらわないと、どういうスタンスで話を聞けばいいのか分からず、とて

も居心地が悪いのです。 

 

話の最後まで聞いて（結局何が言いたかったんだろう…？）と思うこともしばしば。 

 

奥様達が『姑と同居するのは嫌』『あなたはいつも親の味方なのね』と感情をぶつけられて

も旦那様達は（えーと…？それで？）と内心思っているのかもしれません。 

 

男性は解決方法について思考する傾向が強いので、奥様達が求めていない解決やアドバイ

スをする方も多いのではないでしょうか。 

そんなとき、奥様達は（そんなこと言ってほしいワケじゃない・・・）とすれ違いを感じ

ることでしょう。 

 

また女性は他人の表情を読むのが得意だと言われています。 

そのため多くの奥様は旦那様の表情を“読んで”（あぁ・・・また聞いてない）と、落胆し

ているのです。 

感情のすれ違いと相互理解ができない結果、奥様達は『わかってくれない』くれない症候

群に陥るのです。 



 

 

【言わなくてもわかるだろう】というのは幻想です。 

言わなくては正確に伝わらないのです。 

 

表情でさえ感情と一致しているかどうかは怪しいものです。 

経験から憶測しているだけなのですが、⾧い付き合いの場合、過去のデータが蓄積されて

いるので当たる確率が高いだけなのです。 

 

旦那様と話すときは、まず結論から伝えましょう。 

 

『私の話をきいてくれるだけでいいので、きいて（★）ほしい』 

『悩んでいるからアドバイスが欲しい』といった具合です。 

 

上記の例で【きく（★マーク）】とひらがなを使いました。 

実はここにもすれ違う原因があります。 

 

奥様の求めている【きく】は【聴く】【listen】です。 

しかし、旦那様が【聞く】【hear】と受け止めてしまうと、そこですれ違いが生じます。 

 

女性は、共感してくれることを（無意識に）望んでいます。 

 

・パターン A 

奥様『話を聴いてくれる？〇〇で××が～だったのよ』 

旦那様『ふーん』 

 

・パターン B 

奥様『話を聴いてくれる？〇〇で××が～だったのよ』 

旦那様『そうか。××だったんだね。それは△△だったね』 

 

パターン A よりパターン B の方が、きちんと話を【聴いて】くれたと感じませんか？ 

 

先に【聴いて】欲しいと、宣言されることで旦那様は安心して話を聴いてくれるでしょう。 

繰り返していくうちに、旦那様にもデータが蓄積されてきますので、相互理解が進むよう

になります。 

 

相手は変わりません。 

自分が変わることでコミュニケーションも上手くいくようになるのです。  



 

 

３．私の恋の行方は？ 

 

恋は盲目。 

甘酸っぱくも苦しいものです。片思いでも両思いでも悩みは尽きません。 

 

『私は彼に好かれているかしら？』『彼は私のことを本当に好きなのかしら？』 

誰しも一度は経験した想いではないでしょうか。 

 

悩める乙女からのご相談はとても多いのです。 

 

最終的な答えは 

『それは彼にしかわかりません』なのですが… 

 

白黒ハッキリさせたい乙女達は時に占いに頼ることもあります。 

 

けれど『何度占ってもらっても、占い師さんによって答えが違う』『曖昧な回答だった』

と、カウンセリングやコーチングに申し込みをされます。 

 

恋しい人の話をされている時、乙女達は生き生きと語ってくれます。 

あの人がどんな人なのか、どんなところが素敵なのか、私はあの人のこんなところが好き

なんです… 

 

話している時の乙女達の脳内では幸せホルモンが出ているに違いありません。 

 

一方、不安な気持ちが高じてきた時はどうでしょう。 

 

考えても考えても恋しいあの人の気持ちはわかりません。 

苦しみの沼にハマってしまいます。 

 

『あの人の気持ちを知りたいけれど、知るのは怖い』という二律背反の状態になる乙女も

います。 

 

この状態まではカウンセリングでじっくりとお話を傾聴させていただきます。 

お話をお聴きしているうちに、語っているご本人がふと気が付く瞬間があります。 

 

『いつもは気にしていなかったけれど、彼は私のことをいつも気遣ってくれています』 



 

 

『彼は仕事が忙しいときは、LINE は殆ど見ることが無いです。 

忙しいときにしつこく LINE しちゃって嫌われたかも・・・』 

 

そしてカウンセリングで気持ちがフラットになると、コーチングで目標を設定することが

できます。 

 

『いついつまでに彼に告白してみる』 

⇒そのためには、まず〇〇をして△△の準備をしてみます。 

 

『彼を食事に誘ってみる』 

⇒来月に私の誕生日なので、誘いやすいかもしれない。 

 

『LINE の返事が遅いと不安になるのですが、私のその不安を解消したい』 

⇒不安な気持ちは過去の経験でそのまま恋人関係が自然消滅したことがあるからだった

⇒自然消滅がイヤだと気が付いたので、彼に思い切ってその気持ちを伝えてみる。 

 

このように、思考の沼から一歩進むことができるようになるのです。 

 

短い人生、たくさんの恋をするのも、たった１つの恋に邁進するのも素敵なことです。 

 

たとえ叶わなくても、それだけのエネルギーで誰かを好きになることができた自分を褒め

てあげてください。 

 

なぜなら誰かを愛することができる人は自分を愛することができているからです。 

 

自分を愛せる人は強い存在なのですから。 

  



 

 

４．転職すべき？ 

 

仕事の悩みも古今東西変わらない悩みではないでしょうか。 

 

『仕事がつまらない』 

『上司と合わない』 

『ブラック企業です』 

 

理由は様々です。 

 

転職先が見つかれば転職自体はできるでしょう。 

明確な前向きの理由があって転職する場合、問題はありません。 

 

悩むのは『辞めたいけど生活のために辞められない』『なんど転職しても⾧続きしない』と

いった場合です。 

 

前者の場合は、辞めたい理由を解決する必要があります。 

 

パワハラやブラック企業の場合は、自分が壊れる前に逃げることも重要です。 

 

生活のためにお金は必要です。 

しかし身体や心を壊してまでその職場にいる必要はありません。 

 

この場合、助けになるのは公的な機関と法律です。 

自分が頑張ろう、自分が我慢すればいいというのは解決方法ではありません。 

独りで悩んでいるよりも、明確な解決方法を得ることができます。 

 

一方後者の場合です。 

 

何度転職しても⾧続きしない理由はなんでしょう。 

 

人間関係でしょうか？ 

仕事のやりがいでしょうか？ 

それとも条件面でしょうか。 

 

自分でも理由がわからない方が多くいます。 



 

 

その時に有効なのはコーチングです。 

 

自分を振り返り、自分が欲していることが顕在化することで、進むべき方向が判るように

なるのです。 

コーチは、あなたがあなたの潜在意識に潜り、答えを探し見つける導きを行います。 

 

⾧続きしなかったのは自分の興味や能力が発揮できる道ではなかったからかもしれませ

ん。 

 

また何のために仕事をしているのでしょうか。 

 

お金のため？生きがい？誰かの役に立ちたい？ 

 

当たり前に仕事をしている方でも、一度自分に質問してみてください。 

 

『なんのために働いているの？』 

 

答えがわかれば道は見えてきます。 

 

 

  



 

 

５．副業すべき？ 

 

かつて、多くの人は、子供の頃から敷かれたレールの上を走り続けることを止めませんで

した。 

 

高校、大学と進学する頃には目指すことができる企業も限られてきます。 

 

一度、就職してしまえば定年まで働き続けるのが当然だったからです。 

 

しかし終身雇用制度が崩壊し、景気の悪化と社会保険料や税金の上昇に伴う、実質的な賃

金の低下が生じています。 

 

そのため１つの収入源だけにこだわる働き方は高リスクとも言えるのです。 

 

企業が副業を解禁する傾向が出てきました。 

しかし良い面ばかりではありません。 

 

副業をすることにより、失業手当が支給されないことがあります。 

 

法改正との整合性が取れていないため、場合によってはこちらも高リスクとなりかねませ

ん。 

 

副業の収入を給与所得にするか、雑所得にするか、又は営業収入にするかで、手取りは大

きく異なります。 

 

動き出す前に、制度について調べておくことをお勧めします。 

 

具体的には社会保険料や税金についてです。 

 

会社員として勤務していると会社が全て手続きをしているため、普段は意識しないことが

多いと思います。 

 

しかし副業の形態によっては社会保険料をどのように手続きするか、税金を圧縮するには

どうしたらよいかを考える必要があります。 

 

こうした法的な側面は、1 人で考えるだけ時間のムダです。 



 

 

もちろん自分で学び判断できる方も多くいます。 

 

しかし専門家へ相談するメリットは計り知れません。 

 

その上で GO サインが出せるなら、それは自らを動かすタイミングです。 

副業は大きなメリットもあります。 

好機を逃さないことも必要なのです。 

  



 

 

６．何のために働いているのですか？ 

 

そう質問されたらすぐに答えられますか？ 

 

『生活するお金のため』という答えの人は、宝くじが当たったらすぐに仕事を辞めるでし

ょうか。 

 

もちろん一番大切なのはお金という方なら、 

お金を稼ぐ【目的】とお金を得る仕事をする【手段】が一致しているので、モチベーショ

ン高く、充足感も得られやすいのではないでしょうか。 

 

しかし自分の人生で一番大事なもの、一番大切にしているもの、一番必要なもののために

仕事をしている人の場合はどうでしょう。 

 

人生で一番必要なことが『誰かの役に立って自分の存在意義を実感したい』ことだとしま

しょう。 

 

その場合、誰かの役に立つ仕事（手段）をすることで、自分の存在意義を実感（目的）す

ることができます。 

 

このように手段と目的が異なる場合は宝くじが当たっても仕事を辞めないかもしれませ

ん。 

 

お金が目的なのか、仕事は一番を実現するための手段なのかで向かう場所が異なっている

のです。 

 

仕事を辞めたくなった時、自分は何のために働いているのか？ 

そう自分に問うてみてください。 

 

きっと今までと違う自分を発見できるはずです。 

 

そして自分を省みたとき、自分の嫌な部分を発見することもあります。 

これはとても辛い作業ですが、それが自分なんだと認識することが、より良い自分になる

ための第一歩なのです。 

 

『仕事がつまらなくて辞めたいと考えていたが、自分は仕事を舐めていた』ことに気がつ



 

 

いたとしましょう。 

 

その部分を改善したいと思ったらチャンスです。 

 

まず自分の【判断】が正しいかどうか振り返ってみてください。 

『仕事がつまらない』という判断は正しいでしょうか？ 

 

もし【判断】が間違っていた（または違っていた）と気が付いたなら、仕事を楽しいもの

に変えることができるでしょうか【認知】？ 

すぐに【認知】を変えることができない場合、あなたの【行動】を変えてみましょう。 

 

・なぜ仕事を舐めていたのか？⇒自分以外の人でもできるから 

・仕事にやりがいを感じるためにはどうしたらいい？⇒自分だけができる何かを身に付け

る⇒それは何かを見つける【行動】 

・改善できたら仕事を続けたいか？⇒やりがいが出てきたら続ける。 

etc. 

 

この【行動】を変えることで【判断】が変わっていくのです。 

 

未来に向かって視点が切り替わったとき、人は変わることができるのです。 

  



 

 

７．幸せは歩いてこない 

 

『専業主婦になりたい。働きたくないから養ってもらいたい』そんなご相談も数多くあり

ます。 

 

男女平等と言われて久しいですが、かつて女性達は社会進出のため努力してきました。 

 

ところが逆行するように、社会に出たくない働きたくない方が増えているように感じます。 

 

なぜ『働きたくない』のでしょう。 

 

色々な理由がありますが、相談の入口では『働くのが面倒くさい』と話された方の中には、

カウンセリングをしてみると『一人が好き、誰かと一緒だと苛められたり嫌われたりするか

ら嫌』という方が多いのです。 

 

人付き合いはトラブルが付き物です。 

自分以外の誰かと付き合うのですから、当然、性格が合わないこともありますし、積極的

に対立することもあります。 

 

また自分は何もしていないし反応しなくて、相手が一方的に嫌なことをしてくることもあ

ります。 

確かに面倒くさいです。 

 

人は生まれた時から沢山のコミュニティに属し、その中で対人スキルを身につけて育ちま

す。 

どんな人も失敗から学びスキルアップするのですが、失敗体験を繰り返すうちに自信喪失

してしまうのです。 

 

その結果、できるだけ人と関わらないようにするために専業主婦になりたいと考えるので

す。 

 

裏を返せば人付き合いのスキルアップをすることで働くことが好きになる可能性がある

のです。 

 

IT 社会になり、現実世界での対人スキルを身につけるのは、なかなか難しいものです。 

 



 

 

『自分が努力しても、あっちが（嫌がらせしてくる相手）変わらないといつまでも変わん

ないです』 

 

いえいえ。そんなことはありません。 

 

 あちらがしてくる何を嫌がらせと感じているのですか？ 

 そうされたとき、どのような感情になりますか？ 

 嫌がらせをされることで生じているデメリットはなんですか？ 

 客観的にそれは嫌がらせですか？ 

 なぜ嫌がらせをされると思いますか？ 

 

もしかしたら、嫌がらせしてくる相手もあなたが苦手なのかもしれません。 

あなたが引っ込み思案で、いつも小さな声で「・・・おはようございます・・・」と挨拶

するので、相手の方は（いつも挨拶するとき嫌そうにしている。私は嫌われているのかも）

と感じているかもしれません。 

もしそうだとしたら、相手に伝わるように「おはようございます！」と挨拶することで、

嫌がらせが無くなるかもしれません。 

 

知らず知らずのうちに自分が取っている行動が誤解されていることはままあります。 

自分を客観的に振り返ることで、変わることができるようになるのです。 

 

自分が変わることで世界は変わります。 

 

自分が変わった結果、専業主婦より働きたい！と思うようになる可能性もあるのです。 

 

誰かが自分のために何かしてくれるのを待つより、自分で行動することが大切です。 

 

幸せは自分で努力して勝ち取るものなのです。 

  



 

 

８．退職させてもらえないとき 

 

『会社を辞めたいですが、辞めさせてもらえません』そんなご相談もあります。 

 

そして、退職代行業なるモノにニーズがあることに驚いている日々でございます。 

 

悩んでいる方に共通しているのは、自分よりも周りのことを考えてしまい身動きができな

くなっていることです。 

 

『自分が辞めたら残された人が大変』 

『会社から引き止められているから』 

といった具合です。 

 

けれどコーチングをしていくと 

『辞めたい』気持ちが揺るぎないことに気がつきます。では揺るぎない気持ちがあるのに

なぜ辞められないのでしょうか。 

 

それは最優先事項が、自分の未来 or 会社の未来。もしくは自分の幸せ or 見栄なのです。 

 

自分の幸せや将来を捨ててまで会社に尽くした結果、心身を壊してしまっては本末転倒で

す。 

 

あなたの人生を最期まで保証してくれる会社はありません。 

 

また残された人や会社が心配という方も多くいますが、会社は組織です。 

モーツァルトの代わりはいませんが、組織の一員の代わりは必ずいます。 

あなたが辞めても会社は続くのです。 

 

そして、きちんと責任を全うした上での退職なら、なぜそのあとのことが気になるのでし

ょうか？ 

 

妬まれてしまうからですか？恨まれてしまうからですか？ 

 

そうしたときコーチングによって、自分が会社を辞めたい理由を認知できると行動が変わ

ります。 

 



 

 

上司との会話は次のうちどちらのパターンになっていますか？ 

 

【パターン A】 

 

自分『会社を退職したいのです』 

 

上司『なぜだね？理由は？』 

 

自分『不満というわけでは…ただ残業続きで体調も悪いですし…』 

 

上司『そういうことか。なら少し残業は減らして。疲れているんだろうが皆同じだ。納

期は迫っているんだ。みんなで頑張って乗り切ろう』 

 

※昭和の根性論で返される。 

 

【パターン B】 

 

自分『会社を退職したいのです』 

 

上司『なぜだね？理由は？』 

 

自分『やりたいことがあるのです。次のステップの準備があるので、会社規定にある１

ヶ月後に退職したいのです』 

 

上司『そうか。それでは引き止められないな…せめて次の人が来るまで待てないか？引

継はしてもらいたいのだ』 

 

自分『次の人はいつくらいに補充できそうでしょうか？もちろん引継などはやらせて

いただきます。 

しかし数ヶ月先となっては予定に支障がでてしまうため、退職日については希望

通りお願いいたします』 

 

パターン A では退職理由が後ろ向きです。 

会社への不満を口にしてしまうと、辞められたら困る会社はその場しのぎの提案をしてき

ます。 

こうなると何を言っても堂々巡りになってしまいます。 



 

 

また、こうした説明をする方は心の中に「引き止めてもらえるかも」「自分の辛い気持ちを

わかってもらいたい」という期待も持っているのです。 

 

一方パターン B は前向きな退職です。これでは会社は引き止めようがありません。なぜな

らその人の人生を決めるのはその人自身であって会社ではないからです。 

 

当然、引継などは責任の範疇として対応することが求められますが、本人の意思が強く固

まっていれば例え補充の人が居なくても退職はできるのです。 

 

もしパターン A が本音であっても、パターン B の伝え方をするのも社会を生き抜くテク

ニックの１つと言えるでしょう。 

  



 

 

９．なぜあの人に言われると腹が立つのか 

 

この世には、どんな人間関係であっても、どうにも気が合わない相手がいます。 

 

相手のことを好きじゃないと感じているので、何を言われてもカチンときます。 

 

同じことを言われても腹が立たない相手もいるのに、どうしてあの人に言われると腹が立

つのでしょう。 

 

腹が立つ理由は大きく分けて２つあります。 

 

１つ目は相互理解の不足です。 

 

相手を良く知らないと、なぜ、その発言や行動に結び付いたかを理解できません。 

その理解できないことが腹立たしいという感情となって現れるのです。 

 

例えば、あなたがお客様にご馳走することになり、上等の和牛ステーキを用意しました。

「きっと喜んでくれるに違いない」あなたは想像してニコリとしていることでしょう。 

 

しかし『最高の和牛です。美味しいですよ！どうぞ召し上がれ！』とお出ししたところ、

お客様は大変激怒して帰ってしまいました。 

 

あなたはどう感じるでしょうか？ 

「なんて失礼な人だ！」と怒りが湧きますか？ 

それとも「何か失礼なことをしてしまったのかしら？」と気に病みますか？ 

 

そしてお客様はなぜ怒ったのでしょうか？ 

理由を想像してみてください。 

 

お客様は宗教上の理由で牛肉を食べないのかもしれません。 

もしくは狂牛病などが流行していればそれを気にして食べないのかもしれませんし、単純

に嫌いなのかもしれません。 

 

反対にお客様の立場ならどう考えるでしょうか。 

 

「この人は自分に嫌がらせをするために招待したのか？」 



 

 

「牛肉を食べない人がいることを知らない無知な人なのか？」 

そう考えるかもしれません。 

 

お客様が「日本人にとって和牛は高価な最大のおもてなし料理の１つ」ということを知ら

なければ、こうした誤解も発生するということです。 

 

もし、お客様をもてなしたいのなら、お客様の好き嫌いなどは最初に気にすべき事柄です。

理由を知っていれば、トラブルは避けられることも多いわけです。 

 

この他にも同じような場面は数多くあります。 

相手（価値観や考えなど）を、良く知らないことで行き違いが生じるのです。 

 

そして２つ目の理由は図星です。 

 

親しい人から何か言われても腹が立つことはあります。その場合は、言われたことが図星

だからです。 

 

この場合は言われたことに対して自覚があるから腹が立ちます。明日から試験だから勉強

しなくちゃ…と思っているところに『勉強は？？』と聞かれたら、ムッとしてしまうのでは

ないでしょうか。 

 

相手に興味を持ち、相手の気持ちを想像してみることで、怒りを抑えることもできます。 

 

想像力を養ってみましょう。 

  



 

 

１０．嫌いなあの人の正体は 

 

世の中には色々なコミュニティがあり、その中には好きな人もいればそうでない人もいま

す。 

 

嫌いな人、苦手な人、反りが合わない人などなど… 

 

なぜあの人を見ているとイライラするのでしょう。 

なぜあの人が嫌いなのでしょう。 

 

それはその人が、自分自身の嫌いな部分や我慢していることを体現しているからなのです。 

 

例えばいつもイライラしている人。 

 

周りの人は迷惑ですね。 

ネガティブな感情を浴びるのですから不快なのも当然です。 

 

けれどそれを感じるあなたはイライラしないでしょうか？ 

 

きっとあなたは「ここは職場だからイライラしないように気をつけましょう」と考え感情

を押さえ込んでいるはずです。 

 

それなのにあの人は我慢もせずにイライラを野放しにしているのですから、あなたは当然

腹が立ちます。 

 

また、なんとなくあの人が嫌い…と感じたら、その人の何が嫌いなのかを観察しましょう。 

 

実は、その嫌いな部分はあなた自身の中にもあるのです。 

 

あの人を見ていると、自分自身の嫌いな部分を見るのと同じなのですが、誰だって自分自

身の嫌な部分と向き合うのは辛いものです。 

できれば見ないフリをしたいのに、あの人が見せてくるので嫌いなのです。 

 

つまりあの人が嫌いということは、自分自身を嫌いだということなのです。 

 

そのため自分自身の嫌な部分を変えることができれば、あの人のことが気にならなくなり



 

 

ます。 

 

嫌いなあの人は自分の鏡です。 

自分自身の嫌いな部分が映る鏡です。 

 

そのためあの人と自分自身の嫌な共通点が無くなれば、その鏡に自分は映らなくなります。 

 

好きの反対は嫌いではなく無関心です。 

鏡に映らなくなると鏡が無いのと同じになるため感心がなくなるのです。 

 

嫌いなあの人は変わりませんが、あなたはあなたの意思で変わることができます。 

  



 

 

１１．甘え下手なんです 

 

ほんの少し誰かに頼ることができれば楽なのに、それができません。 

 

そんな人に共通しているのは 

「子供の頃、親に甘えられなかったから甘えられない」と思い込んでいることです。 

 

虐待された人から、なんとなく甘えられない雰囲気だったという人まで様々ですが、鍵は

子供の頃にありそうです。 

 

生まれたときは、どんな人も真っ白な状態ですが、人格形成は育った環境で左右されるこ

とがあります。 

 

『可愛い可愛い』と大合唱され愛されて育った人は他人の愛情を疑いません。 

そのため人間関係が円滑に行くことが多くなります。 

 

もちろん愛情を注がれる中で、正しい道徳観や倫理観が一緒に育っていないと、ただのワ

ガママにもなるリスクもありますので親御さんは要注意です。 

 

一方、精神的に不安定な人がいる環境で育った場合はどうでしょう。 

 

子供は、親が『可愛いね』と笑顔を見せてくれれば喜んで近づいていきます。きっと親は

抱きしめてくれると期待するでしょう。 

 

ところが別の瞬間は、⿁のように『お前なんか生まれてこなきゃよかったんだ！』と存在

を否定したり暴力を振るったりします。 

 

そんな親の感情に振り回されて育つと、子供は「今日は抱きしめてくれるのか暴力を振る

われるのか」と不安になります。 

 

その結果、誰かの愛情を疑うように育ってしまいます。 

 

素敵な人から『あなたが好きです』と言われても信用しきれません。 

もしかしたら子供の頃のように喜んで近づいていったら、次の瞬間に傷つけられるかもし

れないからです。 

 



 

 

あの人に甘えたら（気を許したら）次の瞬間に嫌われるかも…という恐怖です。 

 

そのため人間関係において距離感の取り方が苦手になってしまいます。 

 

これは一人でコントロールしようと思ってもなかなか改善できません。 

 

ところが現代はネットに情報があるので「自分はアダルトチャイルド」「きっと境界例」な

どと自己判断してしまう人も多くいますが、それはとても危険です。 

 

自分を変えたいと感じた時は、まず自覚が必要です。 

意識することで変われる部分も多いのです。 

 

 自分がそうした親に育てられたことを自覚しているなら、そうした自分をどう変えた

いのか？ 

 親にどうして欲しいのか（欲しかったのか？） 

 親に何か言いたいことはあるか。 

 相手との距離感をどの程度だと傷つかないのか。 

 

理由がわかれば対処方法がわかります。 

 

誰かに甘えてもいいのです。 

あなたを大切にしてくれる人たちに、心が開ける自分になりたいと感じたら、行動してみ

ましょう。 

あなたは変わることができるのです。 

 

※重い症状がある場合、客観的な診断は医師や臨床心理士に相談してください。 

  



 

 

１２．ダメな男が好きなんです 

 

わかっているのにダメな男にときめいてしまう。 

そんなことってありますよね。 

 

99%の理性は（あの男はやめておけ）と言うのに、残りの 1%がダメ男に惹かれてしまっ

て振り切れない。 

 

そんなダメ男は、ルックスや性格がイイとは限らないけれど、なにより女あしらいが上手

い。 

 

振舞いがスマートでエスコートはバッチリだからお姫様になったような気分にさせてく

れます。 

 

けれど夢見たのはほんの少しの間で「俺のオンナ」と認定されるとぞんざいな扱いを受け

てしまいます。 

 

結果として泣かされるワケですが、そういう男性を好きになる女性は、なぜだか次もそん

な男性に惹かれてしまいます。 

 

なんでこんなダメ男性が好きなのかしら？ 

そう思ったことはないでしょうか。 

 

そんなとき振り返ってみて欲しいのが父親のことです。 

 

お父さんは、同じようにダメ男ではなかったでしょうか？ 

お母さんは泣かされていなかったでしょうか？ 

 

カウンセリングをすると、ほぼ 100%と言っていいほどの確率で『YES』の答えが返って

きます。 

 

つまり男性に対し無意識に父親像を重ねているワケです。 

父親を嫌っていても、⾧年馴染んだキャラクターのため妙な安心感があるのです。 

 

そうした男性がどのような発言や行動に出るか、父親を観察してきて知っているからです。 

 



 

 

この心理はドメスティック・バイオレンスの被害者も同じです。 

 

DV は早急に逃げ出す必要がありますが、関係が浅いうちなら意志を持ってお別れするこ

ともできます。 

 

女性も割り切って『ダメ男だけど、カッコいいし遊んでいて楽しいから、今だけ』と自制

できるなら、楽しむのも良いかもしれません。 

 

けれどダメ男の怖さは、抜け出すのに苦労する底無し沼のような得体の知れない魅力にあ

ります。 

 

毎回恋愛が上手くいかない。 

ロクでもない男に引っかかると感じたら、立ち止まって考えてみましょう。 

 

その男性と一緒にいて幸せですか？ 

  



 

 

１３．人間関係のトラブルが多い人 

 

学校でも会社でもプライベートでも、人間関係のトラブルが多い人がいます。 

 

本人は『自分は悪くない。変な人に関わってしまった』 

そう考えています。 

 

しかし本当にそうでしょうか？ 

次から次へと「変な人」とばかり関わってしまう理由はなんでしょう。 

 

もちろん身内でもトラブルはありますから、誰か一人の人に問題があるわけではありませ

ん。 

 

けれどトラブルが続く人の場合、原因は相手ではなく自分にあることが多いのです。 

 

人間関係のトラブルが続く人は、他人との距離感を取るのが苦手です。 

 

会社とプライベートでは、他人への距離感が異なるはずですが、こうした人は誰に対して

も同じ距離感で接してしまいます。 

 

その結果、会社でも同僚や上司であっても、馴れ馴れしく近づいたり立場を考えない発言

をしてしまったりします。 

 

また、自分の価値観だけを押し付けてしまうため、自分と違うものを受け入れられません。 

 

そうした振る舞いを続けているため、他人は離れていこうとします。 

プライベートならそれでもいいでしょうが、会社では離れたくても離れられません。 

 

平気で失礼な発言を繰り返す社員ならば、いずれ上司が注意するでしょう。 

 

しかし、前述の通り、こうした人は他人の意見を受け入れられません。 

その結果、反発し更に状況を悪化させてしまいます。 

 

そのうち社内でも存在が浮いてしまい、誰もが敵になってしまうため、居場所がなくなっ

てしまいます。 

 



 

 

結果『自分は悪くないのに』という被害者意識に囚われ心身のバランスを崩してしまいま

す。 

 

どんな人でも人間関係は組み合わせです。 

 

A さんと上手く付き合えなくても B さんと上手く付き合えるなら、問題はありません。 

 

しかし誰とも上手く付き合えないなら、そして上手く付き合いたいと思うなら、自分を変

える必要があります。 

 

 トラブルの原因はなにが多かったのか 

 どうしてそのトラブルに発展したのか 

 今後同じトラブルを起こさないためには何を注意すべきか 

 変わることができた自分は、どのような自分になっているか 

 

友人は多ければ良いというものではありません。 

人間関係がストレスと感じる人には数多い友人はストレスの原因を増やす原因となりま

す。 

ストレス溜まると人間は前頭葉が疲れてしまい、正常な判断ができなくなります。 

その結果、トラブルに発展するような行動を取りかねません。 

 

SNS の繋がりを【ともだち】と表現しているため、SNS のともだちと、リアルワールドで

の友人を混同しがちです。 

しかし、SNS のともだち＝友人ではない場合があります。 

 

数より質です。 

 

あなたはどんな自分になりたいかイメージしてみましょう。 

SNS でともだち 1,000 人と繋がっている自分ですか？ 

リアルワールドで数人の友人と絆を結ぶことができている自分ですか？ 

 

  



 

 

１４．愛情を間違えていませんか？ 

 

この世で唯一見返りを求めない愛は母親の愛と言われ久しいですが、本当にそうなのでし

ょうか？ 

 

子供のことで悩まない親はいません。 

 

けれど愛情を間違ってしまうと、それは別のものに変化してしまいます。 

 

子供が可愛いばかりに子供を叱ることができない親や、子供が転ばないようにどんなに小

さな障害も先回りして取り除く親がいます。 

 

しかし、これらの行動は子供のためといいながら、実は親自身のためのものです。見返り

を求めないどころか、最初から自分のためでしかない愛情です。 

 

子供に嫌われたくない、子供が傷ついているのを見たくないからというのは、親自身が心

地良く過ごしたいための言い訳です。 

 

そうした親に育てられた子供は、問題解決能力が身につかないまま大人になります。その

ため社会人になって困難な壁があっても自分の力で乗り越えることができません。 

 

そうなって初めて「育て方を間違えた」と気がつく親もいます。 

手遅れとは言いませんが、子供の頃から身につける場合と違い、人格形成されてしまった

後に修正するのは大変な苦労が伴います。 

 

【20 歳女性が初めて就職した会社での例】 

 

A 子さんはとにかく挨拶をしません。先輩に対しても不遜な態度を取り続け、入社半年で、

社内の嫌われ者になってしまいました。 

 

A 子さんは、なぜ自分が嫌われるのか理解できません。 

 

ある日のこと、終業前なのに A 子さんが社内にいません。 

 

A 子さんは勝手に早退していたのですが、理由は「早く帰りたいから。次のバスだと待ち

時間があって嫌だから」 



 

 

実は A 子さんは、入社以来、毎日親が車で送り迎えをしていたのです。その日は親が迎え

に来られないためバスを使ったのですが、自分勝手な判断のもと、黙って帰ってしまいまし

た。 

 

当然、上司は A 子さんに注意をしますが、なぜ叱られるのか理解できず、A 子さんは『あ

の人が怖い』と、またも職場を逃げ出してしまいます。 

 

A さんは『お父さんは、いつも可愛いと言ってくれたし、一度も叱られたことがないから』

と、他人が自分を叱るという事実を受け入れられなかったようです。 

 

こうなると上司がいくら注意をしても、まったく話が通じません。 

前提となる社会の約束事に対する認識が違っているからです。 

 

A 子さんのご両親は、一人っ子の A さんを溺愛し社会人になっても『仕事で疲れるだろう

から』と送り迎えをするほどです。 

 

しかしそうした親の間違った愛情が A 子さんを苦しめる結果になってしまいました。 

 

20 年間のツケがやってきたのです。 

 

本当の愛情は甘やかすことではありません。 

子供が大人になった時に自立できるよう見守るのが親の愛情です。 

 

甘やかしたり叱ったりするだけが育児の方法ではありません。 

 

相手が子供であってもコーチングはとても有効です。 

 

コーチングを学んで、子供の可能性を伸ばしてみませんか？ 

  



 

 

１５．かまってちゃん 

 

いくつになっても『かまってちゃん』な人っていますよね。 

 

あなたの友人や会社にもいませんか？ 

 

かまってちゃんは、他人の同情を集めたがります。 

 

精神的な大人の人から見ると、とても子供っぽく恥ずかしい主張を繰り返します。 

 

例えば『手首を切っちゃったの…』などと、あなたに打ち明けてきます。 

家族ならともかく、そんなこと聞かされても多くの人は困ってしまいます。 

 

結局『死ぬほど辛い』という愚痴を延々と聞かされる羽目になるので、縁を切ってフェー

ドアウトするしかなくなります。 

 

ここまで酷くなくても、会社が忙しくて大変な時に風邪をひいて休んだかと思えば『見て

これ。注射されて痛かったの～』と悪びれる様子もなく主張したりします。 

 

それらを聞かされた人たちが迷惑していると想像できないのです。 

 

一方で、かまってちゃんの格好のターゲットになる人がいます。 

 

優しく他人の苦しみに敏感なため、かまってちゃんの話を聴いて同情してしまいます。 

そんな優しい振舞いは、かまってちゃんの大好物です。 

かまってちゃんは好意に甘えてドンドン依存していきます。 

 

ターゲットが優しく受け入れてくれる間、かまってちゃんにとってはとても良い人と評価

されます。 

 

しかし一度ターゲットが距離をおこうとすると、一点、ターゲットは自分を見捨てる悪人。 

かまってちゃんはターゲットを攻撃対象とみなします。 

 

そこからの精神攻撃は凄まじいものがありますが、かまってちゃんは攻撃することでター

ゲットが自分に屈すると考えているため終わりがありません。 

 



 

 

ではなぜ、かまってちゃんになるのでしょう。 

 

それは子供の頃からの愛情の過不足が原因のようです。 

子供の頃に親から正しい愛情を注がれなかったため（過剰な愛情の場合ある）いくつにな

っても自分の存在が確立できず精神的に大人になれません。 

 

その気持ちをわかってほしいので、あらゆる手を使ってアピールしますが、残念ながら、

そのアピールは大抵の人にとって迷惑でしかありません。 

 

こうした言動が酷くなると【境界性人格障害】と診断される人もいます。 

 

こうした人は他人の気を引くためなら自分を傷つけることも厭わないのです。 

 

もし関わってしまったら、力になってあげようと思わないことです。 

 

カウンセラーだけでは対処できないかまってちゃんは、医師や臨床心理士などの専門家に

おまかせするのがベストなのです。 

  



 

 

１６．心理学で営業成績アップ 

 

飛び込み営業は大変なものですね。 

冷たくあしらわれたり時には怒鳴られたりすることもあるでしょう。 

 

しかし営業成績のためには頑張るしかないのですが、頑張り方がわからない方のために、

効果的な方法をご案内したいと思います。 

 

まずはダメな営業の例です。 

 

私はかつて介護支援専門員として勤務していました。 

介護保険サービスを使うには介護支援専門員を通す必要があるため、デイサービスや福祉

用具の会社の人は介護支援専門員に営業をかけてきます。 

 

営業成績は介護支援専門員の胸先三寸だからです。 

 

しかし営業方法を知らない営業マンは、突然やってきて『うちのサービスはこうなんです』

とダラダラ営業トークを始めます。 

 

私の都合はお構いなしです。 

 

酷い営業マンになると『上司から名刺を、営業した証拠にもらってこいと言われたから名

刺をください』と平然と言います。 

 

さらに酷くなると『介護保険のこういうサービスを知っていますか？』などと言い始めま

す。 

 

介護支援専門員は介護保険の専門家、エキスパートです。 

その介護支援専門員に何を質問したかったのでしょうか。 

 

こうした営業訪問を受けると、私は『あなたや、あなたの会社のために名刺は差し上げま

せん』『あなたに言われなくても知っています』とキッパリお断りし、その後もその会社を

使いませんでした。 

 

他人の迷惑を考えない人と一緒に仕事をしたくなかったからです。 

 



 

 

一方、効果的な営業の例です。 

 

前出の営業マンは、上司命令で自分のために名刺をくれと言いました。 

また自分の会社の売上のために仕事をくださいとやってきます。 

 

しかし良い営業マンはこうトークします。 

 

『我が社の福祉用具の良さはコレコレです。以前の商品と比べてレンタル料が安くなって

います。 

高齢者の方にも操作しやすいように、機能を工夫しています』 

 

会社の売上は当然ですが、その商品を使う顧客のメリットが明確です。 

 

また営業の時は事前にメールなどで『新商品が出たのでデモをさせてもらえませんか？い

つがご都合いいですか？』と顧客に気を配ることも忘れません。 

 

一番の違いは、顧客の時間を無駄にしないことです。 

 

前出の営業マンは私の貴重な時間を割くメリットが皆無です。 

 

しかし後述の営業マンは、私に新商品のメリットを教えてくれます。 

それは私の仕事にとってとてもメリットがあります。 

例え何分でもお話を聴きたいと思うのです。 

 

ダメな営業マンと良い営業マンの最大の違いは顧客のメリットについて語れるかどうか

です。 

 

もちろん飛び込み営業なら、そもそも連絡先も知らないと思うかもしれません。 

 

しかし人間には、会う回数が増えると相手に親近感を持つ性質があります。 

これをザイオンス効果といいます。 

 

もしあなたが飛び込み営業をしたいなら、初めて訪問する会社や個人宅には顔を出してさ

っさと帰ってくることをお勧めします。 

 

『こんにちは。こんな商品が出たのでパンフレットだけ受け取ってください』 



 

 

これだけです。 

 

これを何度も繰り返すのです。 

そうしているうちに相手はあなたが気になり始めます。 

 

相手はこう言ってくれるでしょう。 

『あなたの持ってきてくれるパンフレットだけど、話しを聞きたいんだけど』 

 

もちろんこれは最大の成功例ですが、挨拶や笑顔を返してくれるようになれば成功です。 

 

例えば保険ならすぐには加入してくれないかもしれませんが、なにかの折にあなたのこと

を思い出します。 

それが重要なのです。 

 

いかがでしょうか？ 

ぜひお試しくださいね。 

  



 

 

１７．部下のモチベーションアップには 

 

部下への注意は気を使います。 

昭和の昔なら怒鳴ったり叱ったり、上司が感情のまま、キツイ言葉を部下に投げつけてい

たでしょう。 

 

昔ながらの、上司 B さんと、部下 A さんのパターンです。 

 

上司『何度も言っているけど、お前のやり方じゃダメなんだよ。言い訳はいらないから、

指示通り動け』 

 

部下『でも今時そんなやり方は…』 

 

こんな会話の繰り返しです。 

 

昭和からのカルチャーが色濃く残る体育会系企業は根性論が強い企業です。 

 

上司が『こうやれ！』とトップダウンに伝え結果がでないと『なぜできないんだ』と部下

に問題があるような責め方をします。 

 

昭和の時代は多くの企業がこのパターンだったはずです。 

実際、それで数字上は上手くいっていたので高度成⾧期からバブルを支えてきました。 

 

しかし実際は傷つき落伍していった多くの人がいたでしょう。 

 

現代は昭和のトップダウンで部下はついてきません。 

 

コーチングの手法を使って部下のモチベーションを引き上げる必要があります。 

 

実際の例を見てみましょう。 

 

上司『なぜチームのプランが上手くいかないと考えている？』 

 

部下『みんなの考えと私の考えが違い過ぎます。それでお互いが反対方向を向いているか

らだと思います』 

 



 

 

上司『君の考え方を聞かせてくれるか？』 

 

部下『○○です。だから××という手段が有効だと思います』 

 

上司『君の考えは理解した。では、君が認識している、みんなの考え方との違いはどこだ

い？』 

 

部下『それは先に××したい私と、みんなの△△が優先という考えの違いです』 

 

上司『君が××したい理由をみんなにきちんと説明はしたのかな？ 

その上でみんなが△△と言うなら、その理由の正当性について検討したかい？』 

 

部下『説明はしましたが、きちんと伝わっているかどうか…そこは確かめていません。み

んなの意見についても…感情が先に立ってしまって…』 

 

上司『ならばどうしたら上手くいくと思う？』 

 

部下『そうですね…まず食い違っている部分の擦り合わせが必要だと思います。もう一度、

きちんと××と△△についてのメリットやデメリットを比較します。そしてみんなと共有

します』 

 

上司が答えを出して指示するのは簡単です。 

しかし、このように部下に考えさせた上で行動させることが重要なのです。 

 

【やらされている】ではなく【自ら考え行動した】ことは、モチベーションのアップにつ

ながります。 

  



 

 

１８．親を捨てても良い 

 

タイトルだけ見たら『なんてこと言うんだ！』とお叱りを受けてしまいそうです。 

 

超高齢化社会になり 2025 年問題、8050 問題はもう目の前に迫ってきています。また、人

口の減少がこれからはさらに早くなるでしょう。 

 

※2025 年問題:団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になることで社会保障費が増大する

と懸念される問題。 

 

※80 代の親と 50 代の子供の親子関係の問題。⾧期間引きこもっていた子供が 50 代にな

り親も高齢化し介護や収入の問題が発生すること。 

 

しかし平成 12 年にスタートした介護保険法ですが、すでに財源に余裕はなく、今後さら

に締め付けが厳しくなります。 

 

働き盛りの世代を 40 代前後とすれば、平均的な親世代は 70 代でしょうか。今時の 70 代

はまだまだ若いですが、医学の進歩により、80 代 90 代、ときにオーバー100 歳という寿命

を持つようになりました。 

 

誰でも歳を取るとはいえ、親が高齢者になることで様々な問題が発生します。 

 

介護はお金をかければその分、目に見えて楽になりますが、反面、予算がないと身内で介

護をするしかないため、その苦労は介護する家族の心身を圧迫します。 

 

そして、令和の時代になっても『親を施設に入れるなんて…』という子供世代の方は非常

に多く、未だに高齢者施設は姥捨山感覚なのですね。 

 

しかし、その感覚に沿って昔風に言うなら『親は捨てても良い』のです。 

 

『え～っ？そんな酷いこと…』という声が聞こえてきそうです。 

 

無理もありません。 

 

子供世代にとって、親が若い頃から頑張って働いて手に入れた家や、住み慣れた地域から

離れて『施設に入れ』というのは忍びないものです。まして親本人が一番、施設に行くこと



 

 

を嫌がっているでしょう。 

 

そのため子供が介護のために仕事を辞める、または仕事をしながら在宅介護をする方もい

ます。 

 

もちろん子供世代の方がそれで幸せならいいのですが…現実は甘くありません。 

 

私は、親の介護のご相談をくださる方にハッキリお伝えしているのは『親の介護のために

自分の人生を曲げるのはやめましょう』ということです。 

 

親の介護のために仕事をやめる、自分の人生を犠牲にするなどもってのほかです。親が死

ぬまで何年残っているか決まっていないのに、介護は休むことなく続けなくてはならない

のです。 

 

もしかしたら、ストレスで親に手をあげてしまうかもしれません。 

 

子供にとって、親の衰えた姿を見るのは想像以上に辛いものです。数日か数年かわかりま

せんが、親が亡くなったあと燃え尽きてしまい、自分の人生は何だったんだろうと悔やむこ

とでしょう。 

 

それならば親には施設に入ってもらい、心身共に余裕のあるときに【笑顔】で面会に行く

のが最適な選択肢なのです。 

 

親は、子供が元気で会いにきてくれるだけで嬉しいのです。 

 

自分の介護のために、心身ともに疲労して眉間にシワを寄せている子供の顔を見たい親な

どいません。 

 

日々の介護はプロにまかせ、短時間だけでいいので参加していただきたいのです。 

 

『そんなこと言ってもお金に余裕が…』と不安な方も多くいらっしゃると思います。 

 

しかし、金銭的なことも含めて相談できるのが、地域包括支援センターや居宅介護支援事

業所のケアマネジャーです。 

 

良いケアマネジャーに出会えれば、それだけで介護はグンと楽になります。 



 

 

介護は無理をしないのが一番。 

子供がいつも笑顔で親に会える、その距離感が大切なのです。 

  



 

 

１９．出世ルート あなたはどのタイプ？ 

 

側で見ていて、A さんは実力者（社内外問わず）にベッタリだなあ感じることがありませ

んか？ 

 

A さんは実力者に纏わり付き、褒めまくり…誰の目にも明らかです。 

 

そんな A さんの本心は何でしょうか。 

 

①実は野心家で実力者に引き揚げてもらうことが目的 

 

②○○さんに依存することで自分の価値を高めようとしたり自分の存在を認めてもらう

のが目的 

 

③本心から○○さんを敬愛している 

 

人は【スゴイ人を知っていて（少し）交流している】というだけで、まるで自分自身が偉

くなったと勘違いしてしまうことがあります。 

 

有名人や政治家、実業家、医師や弁護士など社会的地位の高い人に、人が寄ってくる傾向

があるのはそのためです（行動原理・権威の原則） 

 

実際、人間は同じような能力や価値観の人間同士コミュニティを作るので、ステップアッ

プしたければ自分よりも優秀な人と交流するのは有効な手段なのです。 

 

しかしそれには自分の努力が何より重要になりますが、勘違いしている人は自分で努力は

しません。 

錯覚だけで満足してしまうからです。 

 

A さんの本心の典型的なパターンは次の 3 パターンです。 

 

①実力者に取り入り出世を目論む人物。上を目指す実力や行動力もある。 

人を利用することに抵抗がない。 

 

②ひたすらゴマスリをして実力者の顔色を伺うタイプ。強い人には弱く、良い人に強気に

でる。 



 

 

本人に実力が無いため、実力者に何かあればただの人に転落してしまう。 

 

③野心などより忠誠心が強い善人。 

尽くしている相手の悪い面が見えると勝手に傷つく。 

 

それぞれに特徴があります。 

どのパターンが良い悪いではありませんが、自分がどの傾向が強いか自覚することも必要

です。 

 

番外編として、実力者には懐かない、徹底的に反対の立場を取るという人もいます。 

これは①のパターンの変形で、実力や行動力があっても他人を利用することをしない人で

す。 

 

潔いといえばそうなのですが、出世しにくいタイプとも言えるでしょう。 

 

あなたはどのタイプでしたか？ 

  



 

 

２０．子供に勉強してほしい 

 

悩んでいる親御さんは多いのではないでしょうか。 

 

コーチングというとビジネスのイメージが強いかもしれませんが、お子さんにも有効な方

法です。 

 

会話のパターンをロールプレイ方式でご案内します。 

 

【昔からのパターン】 

 

親『いったいいつになったら勉強するの？早く勉強しなさい！また赤点になるよ！』 

 

子『ゲームが終わったらやるよ！』 

 

親『ゲームはあと！勉強が先でしょう。次の試験はどうするの？』 

 

子『いまイイところなんだ、話しかけないでよ！』 

 

子供はゲームに夢中でまったく聞く耳を持ちません。 

 

【コーチングの場合】 

 

親『そのゲームはいつ終わるのかな？』 

 

子『いまイイところなんだ、話しかけないでよ！』 

 

親『わかった。キリの良いところになったら話そう』 

 

子『セーブしたよ。何？』 

 

親『相談したいことがあるんだ。この間のテストのことなんだけど、この結果についてど

う思う？』 

 

子『…成績が下がったからお説教？』 

 



 

 

親『お説教じゃないよ。君の感想を聞きたいんだ。結果についてどう思った？』 

 

子『そりゃあ悔しいよ。試験前は結構勉強したんだ。でも思ったほどできなかったんだ』 

 

親『そうか。確かに君は勉強していたね。だけど結果がついてこなかったんだ。それはど

うしてだと思う？』 

 

子『勉強の方法が間違っていたと思う。もっと練習問題をやればよかった。つい、ゲーム

に時間を取られていたんだ』 

 

親『じゃあ次のテストではどうだい？』 

 

子『今度は練習問題を中心に勉強してみるよ。ゲームは毎日、時間を決めてやるようにす

る』 

 

親『そうだね。先に勉強するかい？それともゲーム？』 

 

子『うーん。ゲームが気になって勉強できなくなると思うんだ。毎日一時間だけって決め

てそれから勉強するのじゃダメかな？』 

 

親『君がそう決めたならやってみれば良い。ゲームに熱中してしまって勉強が手につかな

いなら、その時にまた話そう』 

 

いかがでしょうか？ 

実際はこんなに物分かりのイイお子さんばかりではないでしょう。 

 

けれど子供は子供なりに価値観や意見、考えがあります。 

それらを聴き、本人のモチベーションを引き上げ、期待や信頼をするのも大切なのです。 

  



 

 

２１．ダイエットや受験に失敗する人 

 

とても努力家なのに成果が出ない人がいます。 

 

実力はあっても、試験の時に緊張するといったメンタル的な要素もありますが、 

共通する理由があります。 

 

それは完璧主義とハードルの上げ過ぎ、目標が曖昧なことです。 

 

試験は（良いか悪いかはさておき）テクニックがあります。 

 

教科書の隅から隅までを理解できれば一番良いのは当然ですが、試験の傾向を把握し対策

することが重要です。 

 

しかし真面目な完璧主義の人は、全部を勉強しようとして疲れてしまいます。 

時に寝ないで徹夜して勉強する人がいますが、これは逆効果なのです。 

疲労やストレスがかかると脳は正しい判断ができなくなります。 

その結果、勉強も成果が出にくくなるのです。 

 

ダイエットも同じです。 

１ヶ月に 5Kg 痩せる！ 

 

高い目標を掲げて、ほとんど食事をしない戦法に出ます。 

その結果、当然ですがストレスが溜まり、ドカ食いに走りリバウンド。 

かえって痩せにくい身体を作ってしまいます。 

 

ダイエットするつもりが肥育しているのです。 

 

ダイエットは月に 1Kg 痩せられたら十分。 

1Kg 痩せるには 7,200kcal を消費する必要があります。 

一ヶ月 30 日なら、1 日 240kcal を減らせばいいのです。 

 

もしペットボトルのジュースを飲んでいるなら、それをお茶にするだけで十分です。 

 

ご飯は一膳が約 270kcal です。 

思い切って夜ご飯はお米を食べないでもイイかもしれませんし、 



 

 

2 膳分を 3 回で食べるだけで良いのです。 

 

これくらいなら、ユックリ噛んで食べることで空腹感は殆どありません。 

 

またダイエットには停滞期間があります。 

これは生物である以上、当然に働く身体の機能ですが、完璧主義者の人はこれが許せませ

ん。 

『もっとご飯を減らさないと！』と考えてしまうのです。 

 

実はこの時には、ご飯が食べられないストレスで前頭葉が【判断】を間違えているのです。 

ストレスがかかるレベルでのダイエットが成功しない理由です。 

 

また、高い目標の他に曖昧な目標は気持ちを萎えさせモティベーションの低下を招きます。 

 なぜその学校に入りたいのか 

 どうしてダイエットしたいのか 

理由は明確になっていますか？ 

 

周りがみんな進学するから、痩せたいからという理由だけでモティベーションは維持でき

ません。 

『その学校に行って野球部に入りたい』 

『結婚式でどうしても着たいドレスがあるから、あと５キロ痩せたい』 

 

ハリウッドの俳優が 10 キロ以上痩せたりする肉体改造がしばしばニュースになります。 

 

リンゴ一個とナッツだけとか、ツナ缶だけといった究極のダイエットの結果ですが、当然

身体には悪影響しかありません。 

もちろん精神面でもです。 

 

彼らは医療などのサポートがあって初めてあのような高い目標を達成しています。 

もちろん高額なギャラや名声という、努力に対する報酬も大きなものです。 

彼らには『良い演技をしたい』『良い仕事をしたい』という明快な目標があることも大切で

す。 

 

一般人でも、小さな目標を達成できたら、例えば 1 キロ痩せたら一個だけチョコレートを

食べてもイイことにすると言った報酬が必要です。 

小さなステップから始めて成功体験を得ることは、もっと頑張ろうというモティベーショ



 

 

ンに繋がります。 

 

小さく明確な目標を設定してみましょう。 

  



 

 

２２．今日が一番若い日 

 

『こんな歳になったら○○できない』 

 

○○の部分はどんなことでも構いません。 

 

恋愛は 20 代くらいまで、転職は 30 代くらいまでといった思い込みはありませんか？ 

 

例えば、50 代でリストラにあった場合『再就職は無理だろう』と諦めていないでしょうか。 

なんの根拠もなく諦めている方が散見されます。 

 

60 代近くのある女性はパソコンが苦手で仕事が捗らず悩んでいるのですが、口癖は『パソ

コンが苦手だから』『こんな歳だから新しい事を覚えられないから』 

 

しかし厳しい見方をすると、パソコンについて何も学ぼうとせず、苦手な事を言い訳に逃

げている様子が伺えます。 

 

本気で取組む意欲があるなら何歳になっても新しいことを始められるのです。 

 

次にご紹介するのは、積極的に行動し成功を掴んだ例です。 

 

ある女性は 52 歳のときに会社が倒産し、再就職先を探していました。 

やはり最初は「この年齢だし特に資格もない。厳しいな…」そう気落ちしたそうです。 

 

ところがある時、良い条件の会社の求人が目に入りました。 

 

条件に『25 歳くらいまで』とあります（※こうした記載も OK な時代がありました） 

 

その女性は思い切って応募できないか電話をしてみました。そして社⾧さんに年齢を聞か

れてこう答えたそうです。 

 

『52 歳です。あら？よく見たら 25 歳くらいまででした。数字が反対でした。見間違えて

しまったようです』 

 

社⾧は、明るくそう答えた女性の人柄が気に入ったようで、見事採用。 

社⾧も当然、女性が条件を理解したうえでチャレンジしたことを理解し、そのユーモアと



 

 

人柄を買ってくれたのです。 

 

女性は定年まで勤め上げ、退職時はその会社の役員になっていました。求人に書いてある

条件を見て諦めなかったからこその成功です。 

 

生きているこの瞬間が一番若く、刻々と年齢を重ねていきます。 

しかし肉体は老化しても精神を健康に若く保つことで、いつまでもチャンスはあるのです。 

 

『○○できない』と繰り返し言い訳をしているのは、自分に暗示をかけているのと同じで

す。その結果、本当にできなくなります。 

 

同じ暗示をかけるなら『やればできる！』です。 

 

年齢を言い訳にするのは勿体ない。 

 

やりたいことがあるなら行動してみませんか？ 

  



 

 

２３．アンガーマネジメント 

 

読んで字の如く「怒りのマネジメント」です。 

怒りをコントロールし問題解決ができるようにするスキルのことをアンガーマネジメン

トといいます。 

 

人間ならば当然、喜怒哀楽の感情は持っています。 

 

怒りとは、期待と現実のギャップにより生まれる感情です。 

そのためギャップが大きければ大きいほど怒りは強くなります。 

 

しかし感情に振り回されることなく怒りをマネジメントするとことで、よりコミュニケー

ションを円滑することができます。 

 

これは怒りの感情を持ってはいけないということではなく、あくまでもマネジメントをす

ることが目的です。 

 

【感情に流される例】 

 ※カッコの中は心の動きです 

 

上司『なんでこの書類ができてないんだ』（怒り） 

 

部下『すみません、どうしてもデータが集まらなくて…』 

 

上司『今日には提出しなければならないんだ！どうするつもりだ！』（言い訳するな。怒

り） 

 

------ 

 

アンガーマネジメントのスキルがない場合、このように怒りを部下にぶつけてしまいます。

これではなんの解決にもならず部下は萎縮するだけでしょう。 

 

【アンガーマネジメントの例】 

 

上司『なんでこの書類ができてないんだ』（何があったんだろう） 

 



 

 

部下『すみません、どうしてもデータが集まらなくて…』 

 

上司『なぜデータが集まらないんだ？』（指示の方法に問題があったか？） 

 

部下『それが…パソコンのデータを間違えて消してしまって…復旧もできなかったのです』 

 

上司『データはどうやって集めたんだ？』（アクシデント発生。部下を責めるより、まず間

に合うように対処するには？） 

 

部下『アンケート形式です。ペーパーで 500 枚ほどなのです』 

 

上司『それでは今日の 15 時までに、集計し直すにはどうしたらいいと思う？』（意見を聞

こう） 

 

部下『そうですね…あと 2 人に手伝ってもらえたら間に合うと思います』 

 

上司『わかった。では頼んだよ』 

 

…………… 

 

このように同じことが起きても怒りに任せるか、冷静に振り返りをするかで対応が変わり

ます。 

 

途中からコーチングと同じ対話に切り替わっているのがわかるかと思います。 

 

後者の例では、優先順位をつけて、まずは期限のある仕事を先に行えるよう対話をします。 

 

そのあとで、同じことが起きないためのコーチングを行うことが再発防止につながります。 

  



 

 

２４．子供のためという罠 

 

過干渉、不仲な夫婦関係の継続、体罰 etc. 

 

こうした言動の中で『子供のために』『（子供に向かって）あなたのために』という言葉を

使っていないでしょうか。 

 

『勉強しなさい』『きちんとやっているの？』『結婚はまだ？』 

『あなたのためにお母さん、絶対離婚しない』 

 

もちろん心からそう思い発したセリフでしょうが、本当にそれが子供のためになるかとい

うと疑問です。 

 

母親から『あなたのために絶対離婚しない』と宣言された子供の心境はどうでしょう。 

 

母親は父親との関係が破綻し、いつも不幸そうに生きています。 

その事実を延々と見せつけられる子供は「自分のせいでお母さんが不幸だ」と、自分を責

めるようになります。 

 

不仲な両親のもとで暮らす子供は、両親の緊張感を感じ取り精神的に不安定になります。 

 

また『勉強しなさい』と言われても、勉強することが義務でしかなく、楽しみを見いだせ

ない子供場合、ストレスは高じるばかりです。 

 

子供と言っても 1 人の独立した人格です。 

 

押し付けではなく、勉強する意欲を引き出したり、その子供の能力を引き上げたりするこ

とが大切です。 

 

いい学校、いい企業に入る人生を、子供自身が望んでいるなら構いませんが、そうでない

場合、親のエゴでしかありません。 

 

幸せのありようは千差万別です。 

 

子供の頃に親から言われた一言がトラウマになっている人も多く、ひどくなると人格障害

やチックなどの症状が現れます。 



 

 

子供のためにと思った一言が呪いとなっていないか、その一言を発する前に、本当に子供

に有益な発言なのか考えてみてください。 

 

『なぜ勉強しなきゃならないの？』 

『なぜいい学校や会社に行かなきゃならないの？』 

『なぜ結婚しなきゃならないの？』 

 

こうした質問に対して 

『なぜそう思うんだい？』『君はどうしたいと考えているの？』 

そう問うてみてください。 

 

コーチングによる対話で、子供の価値観や人生観を引き出すことで、子供が自分の人生を

考えることができるでしょう。 

 

ぜひ試してみてください。 

  



 

 

２５．占いにハマる人たち 

 

女性は占い好きの方が多いと思いますが、男性でも占いにハマる人がいます。 

 

占いにハマる心理とはどのようなものでしょうか。 

 

例えば『結婚できるでしょうか』と相談します。 

占いの結果『できますよ』と言われたあなたはどのような行動をするでしょうか。 

 

パターン A「どうせ結婚できるのだから」と努力もせずに過ごしますか？ 

 

パターン B「結婚できるからもっと頑張ろう」と努力しますか？ 

 

もしくは『できませんよ』と言われたら「どうせ結婚できないのだから」と努力もせずに

過ごしますか？（パターン A と同じ） 

 

「結婚できないけど頑張ろう」と努力しますか？（パターン B と同じ） 

 

上記の文章でわかるように、真逆のことを言われても受け取る側の心理によって行動が左

右されます。 

 

良い占い師と当たる占い師は別のものです。 

 

当たる占い師とは不吉なことしか言わない占い師です。 

 

占い師が『１週間の間、とても嫌なことが起きるだろう。だが毎日祈れば避けられるかも

しれない』と告げたとします。 

 

嫌なことが本当に起きれば、占いは当たったことになります。 

起きなければ、毎日祈った効果が出たと考えます。 

毎日祈っても嫌なことが起きれば、祈りの効果は無かったけれど、占いは当たったことに

なります。 

 

これが『１週間以内に宝くじが当たるだろう』という占い結果ならどうでしょうか。 

 

本当に当たる人もいるかもしれません。 



 

 

これは確率統計の問題です。 

 

しかし宝くじに当たらなかったら、それは占いが外れたことになります。 

それでは当たる占い師とは呼ばれません。 

 

占いにハマる人たちは、上記の不吉なことを告げる占いを信じる傾向が強いようです。 

不安感とその解消方法を告げてくる占いは、救世主です。 

占いにハマる人は真面目な性格の人が多く、一つのことを思い詰める傾向があります。 

当然、それは辛い作業なのですが、それを救ってくれる占いから離れられません。 

 

また占いにハマる人は良く言えば純真な性格です。 

人の言うことを素直に信じます。ですから【当たる占い師】の告げることを信用します。

自分の意志が弱いとも言えます。 

 

占いは楽しめるなら良いと思います。 

また、なんらかの注意喚起には有効だと思います。 

 

新聞などの占い欄にこう書かれていたとしましょう。 

「〇〇座のあなたは、今日は交通事故に注意しましょう」 

 

冷静に考えれば、今日だけではなく毎日注意すべきことですね。 

しかし人間は、毎日当たり前となっている事について、改めて考えることをしなくなりま

す。これは脳機能のよる当然の反応です。 

 

信号を見るたび『あっ！信号が赤だ。どうしたらいいんだっけ？』と、いちいち反応して

しまいます。 

それでは脳が疲れてしまうので、当たり前のことには反応しなくなっているのです。 

 

これを「交通事故に注意しましょう」と指摘されることで『そうでしたね』と思い出し、

その日だけでも注意するようになるでしょう。 

 

そうした使い方も一つでしょう。 

 

人生は、あくまでも自分で決めた行動の結果次第です。 

人生の選択肢と決定権は自分にあることを忘れないで欲しいと思います。 
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